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みなとタウンフォーラム全体会 開催記録 

 

日 時 平成 25 年 4 月 17 日（水）18 時 30 分～20 時 10 分 

会 場 港区役所 9階 911～913 会議室 

出席者 78 名（事務局除く） 

 

■次第 

 １ 委嘱状の交付 

 ２ 区長あいさつ 

 ３ 区側出席者、事務局紹介 

 ４ みなとタウンフォーラムと港区基本計画について 

 ５ みなとタウンフォーラムの運営について 

 ６ 港区の現状と課題について 

 ７ その他 

 

■配布資料 

 資料番号 資料名 

1 みなとタウンフォーラムグループ一覧 

2 港区基本計画策定とみなとタウンフォーラム 

3 みなとタウンフォーラムの運営にあたって 

4 みなとタウンフォーラム・グループメンバー使用同意書 

5 みなとタウンフォーラム会議の開催について 

6 みなとタウンフォーラム設置要綱 

 

■基礎資料 

配布物 

1 「ここからはじまる物語」港区政要覧 

2 施政方針 

3 所信表明  

4 2013 港区政策形成支援データ集 

5 港区行政資料集 

6 港区施設案内図「ぐるっとみなと」 

7 MINATO OPINION 

8 港区人口推計  

9 港区基本構想 

10 港区基本計画 

11 港区基本計画 概要版 
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■会議要旨 

1 委嘱状の交付 

2 区長あいさつ 

皆さん、こんばんは。港区長の武井雅昭です。 

本日は皆さん大変お忙しい中、みなとタウンフォーラムの全体会にお越しいただき

ましてありがとうございます。本日皆さんにタウンフォーラムメンバーとしての委嘱

状をお渡し致しました。このメンバーには、98 人の方が参加をしていただきました。

今回は初めての試みとしまして、港区の住民基本台帳に登録されている 20歳以上の方、

2,000 人の方に、このタウンフォーラムへの参加のご案内を致しました。そうしました

ところ、58 人の方に応募・応諾をいただきまして、今日参加をしていただいておりま

す。またその他、公募によりまして、応募していただいた 40 人の方にもご参加をいた

だいており、総勢 98 人に参加をしていただくことになりました。 

皆さんにこれから検討していただくのは、平成 27 年からの 6年間の港区の基本計画

についてです。この港区の基本計画は、区政の今後の方向性を決める、港区としての

一番の上位計画になります。6つの分野ごとに、今グループで分かれていただいており

ますけれども、これから皆さんに議論をしていただき、提言としてまとめていただき

ます。そして、皆さんからいただいたその提言をできる限り基本計画の中に反映させ

たいと考えております。 

皆さん方の中には、これまでも例えば地域の区民参画組織でありますとか、あるい

は各種モニターでありますとか、区政の何がしかの場面で協力していただいている

方々もいらっしゃいますし、こうした機会は初めてという方もいらっしゃると思いま

す。どうか、区民としての毎日の生活を、この港区で送っている立場で、忌憚のない

意見をお寄せいただきたいと思っております。私は区長に就任しまして、区民の皆さ

んとともに、区民の皆さんの参画を得て、皆さんとつくり上げる区政を目指してまい

りました。このみなとタウンフォーラムによってつくり上げられる計画づくりも、そ

の重要な柱の一つでございます。今日ご参加をいただきました皆さんの、港区に対す

る深い愛着と、そしてまた港区の将来像について積極的に関わっていただけるという

その熱意に深く感謝を申し上げる次第でございます。どうかお忙しい中かとは思いま

すが、ご協力をいただきまして、より良い計画となりますようにどうぞよろしくお願

い致します。冒頭にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお

願い致します。 

 

3 区側出席者、事務局紹介 

4 みなとタウンフォーラムと港区基本計画について  

・事務局より港区政要覧及び資料 1～2により、港区基本計画とタウンフォーラムの概要

について説明が行われた。 

 

5 みなとタウンフォーラムの運営について 

・事務局より資料 2～5により、タウンフォーラムの運営について説明が行われた。 
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6 港区の現状と課題について 

・港区企画課長より、港区の現状と課題についての説明が行われた。 

 

企画課長あいさつ 

区、港区は言うまでもなく、地域で暮らす区民の皆さんにとって最も身近な自治体

であり、その自治体の未来の計画を定めるものが港区基本計画ということになります。

この基本計画策定にあたり、みなとタウンフォーラムのご提言を活かしてまいりたい

と思いますので、最後までご協力いただければ幸いです。 

みなとタウンフォーラムは 6 つの政策分野に分かれたグループとして活動していた

だくことになります。来月には初回のグループ会議を設定しており、そこでは当該所

管の課長も出席し、それぞれの分野における現状等をお話しさせていただく予定です。

本日のこの場では、港区の基本的なこと、数値的なことを中心に、お配りした資料を

使って説明させていただきます。 

 

・「港区 PICK UP DATA  2013（港区政要覧別紙）」「2013 港区政策形成支援データ集」「港

区人口推計」の資料をもとに、港区の面積や人口、人口推計、財政など、区の現状や

課題について説明が行われた。 

・面積については、港区の面積が 20.34 平方キロメートルであり、23 区中 12 番目の広さ

であること等が説明された。 

・人口については、現在の港区の人口が 23 万 1,538 人であること、昭和 30 年代後半か

ら長期的な減少傾向にあったが、近年の大規模集合住宅の供給等により増加傾向にあ

ることや港区の平均年齢、年齢別人口割合、外国人の方の人口推移等が説明された。 

・人口推計については、平成 25 年 3 月に公表された港区の将来人口推計結果を用いて説

明された。それによると、港区の総人口は平成 34 年まで毎年増加する傾向にあり、平

成 34 年には 25 万 3,953 人と推計されていること、年齢 3 区分別の伸び率では年少人

口の伸び率が最も大きいと推計されることのほか、地区別の人口推計結果について説

明された。 

・財政については、区の会計は一般会計と、国民健康保険事業会計、後期高齢者医療会

計及び介護保険会計の 3つの特別会計で構成されており、平成 25 年度当初予算の総額

は 1,561 億 71 万 2 千円となっていること、また、25 年度の予算を 1万円に換算した場

合に、民生費、総務費、教育費や土木費などにどれだけ使われているのかが説明され

た。また、特別区民税収入と人口の関係について、平成 21 年度から 3年間は人口が増

加しているにも関わらず、景気低迷の影響を受けて収入減になっていることや、自治

体の財政の弾力性を示す指標とされる「経常収支比率」については、一般的に適正水

準が 70～80％とされる中、港区では平成 23 年度の数値が 73.8％となっており適正な

水準といえるが、平成 18 年の 52.3％に比べると上昇してきていることが説明された。

このほか、職員人件費、基金残高と区債残高についての説明も行われた。 
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・港区ならではの数値として、全国１位である大使館の数、昼間人口、都内１位である

有料駐車場数、30 階以上の建築物数について説明された。 

・さらに、区が抱える課題のうち、「アジアヘッドクォーター特区」と「待機児童の解消」

について説明が行われた。 

＜アジアヘッドクォーター特区について＞ 

東京都が国際競争力の強化を目的に、法律に基づいて、国際戦略総合特区として都

内の一部のエリアに外国企業を誘致するプロジェクトである。東京の中心部を対象に、

特にアジア地域の業務統括拠点・研究開発拠点を呼び込んで、日本の企業と連携をす

ることで、日本全体の経済の発展を目指しており、外国企業を500社以上誘致すること

を目標としている。香港やシンガポールなどに負けないよう、大胆な規制緩和や手厚

い税制・財政・金融支援を総合的に実施するとしている。 

都内に設定された特区は、港区では、浜松町駅から麻布十番、六本木ヒルズを結ぶ

線の北側、田町駅・品川駅周辺、台場地域が含まれていることから、区としても非常

に関心を持っている。港区以外に千代田区、渋谷区、中央区、新宿区、大田区、品川

区、江東区の一部が指定されているが、港区は比較的広い地域が指定されている。 

港区としては、直接区民サービスに影響するわけではないが、メリットもあると考

えている。外国企業を誘致するとなれば、安全な事業活動を24時間保障することは必

須となるので、安全なビルの建設や災害に強いまちづくりに寄与する面もあると考え

られる。外国人に対しての医療等のサービスの充実、区内の中小企業や商店街の活性

化、区民税収入の増加も想定される。このため、本特区は区民サービスの向上につな

がる可能性を持っているので、区としても課題の一つとして認識している。 

＜待機児童の解消について＞ 

港区では芝浦港南地区などでの大規模集合住宅の建設に伴い、子育て世代が多く、0

～5歳人口の伸びが他の自治体よりも高いため、保育需要が大幅に拡大している。区と

しても待機児童の問題に対応しているが解消までには至っていない。具体的には、新

設の区立保育園、改築保育園の定員拡大、私立の認可保育園の誘致、緊急暫定保育施

設の継続・開設、認証保育所の誘致を進めている。 

 

質疑応答 

参加者：提言書として、どのくらいのものをつくればよいのかイメージが分からないが、

前回の提言書を参考に見せていただくことはできるのか。 

事務局：前回の第 4 期タウンフォーラムの提言書では、437 件の提言をいただいている。

港区担当者からの説明で堅いイメージを持たれたかもしれないが、皆さん一人

ひとりが日頃感じている問題をグループで議論いただき、3月に提言という形で

まとめるイメージである。次回からはグループごとに各分野の現状と課題を説

明させていただくので、皆さんから多くの意見を出していただきたい。 

参加者：人口推計について、平成 32 年以降全ての都道府県で人口減少が予想されるのに

対し、港区だけが増加の伸びになる理由としてはどんなことが考えられるのか。

また、都の政策であるアジアヘッドクォーター特区について、港区はビルの安
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全化や商業の活性化の一つの機会として足並みをそろえていくということを言

われていたと思うが、都政の方でも 5 年間というようなタイムスケジュールの

計画があって同じようなペースで行うのか、それとも急に変わってしまうよう

なこともあるのか、教えていただきたい。 

事務局：東京都の人口は都全体では減少することになるが、都心回帰で港区に限らず、

江東区、中央区などマンション建設が進んでいる所では増加する傾向にある。

さらに詳しい情報があればお知らせする。アジアヘッドクォーター特区につい

ては、8区が関係している。都が設ける地域協議会で副区長が意見を述べる場が

あり、エリア内の様々な計画について協議しているので、そこで区の意見を反

映させていきたい。港区としても、積極的に他の区に呼びかけていきながら、8

区で連携して 5年を目途に取組みを推進していきたいと考えている。 

参加者：運営についてだが、１年間協議を行っていく上で、グループの中で事前に連絡

を取ったりするためのメーリングリストや連絡用 HP などの用意はあるのか。 

事務局：区では特段考えていない。グループの自主運営で取り組んでいただきたいと考

えているので、第 1回グループ会議で話し合っていただけたらと思う。 

参加者：今回いただいた資料を会議の時に毎回持ってくる必要はあるのか。家から直接

会議に参加するとは限らないので、毎回持ってくるのは負担である。資料自体

は議論を行う上で見るからこそ必要になると思う。区で保管してもらえないか。 

事務局：これからの活動に役立ててもらうために資料を配布させていただいたが、基本

的に全ての資料をグループ会議で使用するとは限らない。基本計画などの重い

冊子等は区から貸出などもできるようにしたいと考えている。ご希望があれば

お預かりさせていただくので申し出てもらいたい。 

参加者：今回、無作為抽出でメンバーを選任していることもあり、自分もまず勉強して

会議に臨もうとは思っているが、区のことをよく理解していないまま、配属す

るグループの希望を出した人も多いのではないか。グループに分かれて具体的

に区の現状や課題を説明していただくということだったが、事前に全体で勉強

する場を設けてはどうか。また、応募したにもかかわらず、選考に漏れてしま

った人がいると聞いているが、応募した人は全員が参加できるようにしてはど

うか。6グループに分けて話し合うには人数が多すぎるということならば、グル

ープを 2つに分けることも検討してもよいと思う。 

事務局：全体での現状や課題の説明は今回のみと考えており、以降は各グループで分野

ごとに説明させていただくので、皆さんにはそこで知識を深めていただき、テ

ーマを設定してもらうことを考えている。参加者の選定に関しては、過去のタ

ウンフォーラムの経緯を踏まえ、議論がしやすい人数を設定するとともに、新

規の方を優先して選任している。90 人程度の募集枠に対して決めさせていただ

いた人数となっている。グループ分けについても、基本構想の 6 つの基本政策

に合わせてグループを 6 つ設けて、テーマごとに重ならないようにしており、

各グループで各テーマの提言をまとめていく関係からも 6 グループが適切であ

ると考えている。 
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参加者：6グループに属さない、分野を越えた問題も多く出てくると思う。アジアヘッド

クォーター特区などもそうである。また、教育委員会の独立性に関して問題と

なっているが、タウンフォーラムで教育委員会に対しどの程度のことが言える

のか疑問に思っている。分野をまたいだことについて議論するグループをもう 1

つ設定してもよいのではないか。 

事務局：グループ間の調整を行う場としてリーダー会議を設定しているので、そこで分

野を越えた案件などを協議していただきたいと考えている。港区では基本計画

の策定は全庁で行っているところであり、教育委員会とも調整していく。タウ

ンフォーラムは、区の責任で基本計画を策定していく以上は、最初の枠組みや

グループ分けなどは区の責任で設定させていただくことをご理解いただきたい。 

事務局：次回からは各分野に分かれて、グループ会議という形で進めていくのでご協力

いただきたい。 

 

■閉会               

                     以上 


